令和５年度
２年保育児（平成３０年４月２日～平成３１年４月１日生)
若干名
３年保育児（平成３１年４月２日～令和２年４月１日生） ９０名※
※前年度ひよこ組からの進級児を含みます

例年の行事予定を掲載いたします。コロナウイルス感染状況により
行事内容の変更・中止の可能性もあります。

１
学
期

２
学
期

入園式
母の会総会懇談会
個人面談(午前保育期間あり)
開園記念日
入園・進級写真撮影
健康診断(内科、眼科、歯科など)
母の会 おやこフェスタ いまいづみ
保育参観(英語・体操参観含む)
避難訓練(園児引き渡し)
野外活動(年長児)
夏休み(７月後半より)
夏期保育(４～5 日間・１日保育)

４年保育児（令和２年４月２日～令和３年４月１日生） ３０名
※４年保育児は、入園時に満３歳になっていなくても入園が可能ですが、入園
受入れ可能月は下記の通りです。
（満三歳未満は保育料無償化対象外）
◎４年保育児の入園受入れ可能月について・・・基本的に５月・９月です。

～令和４年度・創立７３周年～

＊就労/出産前後など、お子さんの養育が出来ない方のみ４月入園も可能です。
＊１月/２月/３月生まれのお子さんに限っては、１月入園も可能です。

昭和２５年５月５日、市内初の幼稚園として開園
＜園長＞髙橋直美
＜住所＞富士市今泉５－８－２
＜電話＞(０５４５)５２－６００６
＜URL＞http://www.imaizumi.ed.jp

次年度入園願書配布・受付
地区運動会参加(年長児)
祖父母参観日
秋の親子遠足
親子運動会 (今泉小学校グラウンド)
芋ほり
ハロウィンパーティー(英語)
地区文化祭参加(年少児)
生活発表会 (富士ロゼシアター)
安心のまち今泉参加(年長児)
クリスマス会
冬休み(１２月下旬～１月初旬)

☆入園金

☆園服等学用品代 (すべて新品で購入した場合)
・園服等 約 25,000 円
・学用品等 約 6,000 円

全ての保育室で冷暖房、空気清浄機を
完備しております。
令和３年度より ICT を利用した保護
者連絡ツール「バスキャッチ」
「れんら
くアプリ」を導入しています。

※

☆月次納付金(全て富士信用金庫口座振替となります)
・保育料 25,700 円 ※全額無償化対象の為、保護者負担額は０円です
※ひよこ組は、満 3 歳になる前月までは、26,700 円
（誕生月は日割り計算となり、誕生日翌月以降は 1,000 円
となります）
・月間定期購読絵本 440 円 (令和４年度現在)
・給食費 4,200 円
・英語教育費 年少児 1,000 円
年中児以降・・・GS コース 12,500 円
SS コース 1,500 円
☆その他の納付金
・母の会費 年間 5,000 円(半期ごと納付 2,500 円×2)
・通園バス代(利用者のみ／各学期ごと利用・不要を選択)
【往復】1・2 学期/各 12,000 円 3 学期/9,000 円
【片道】1・2 学期/各 6,000 円 ３学期/4,500 円
・その他、遠足代など臨時徴収の場合もあります。

どんど焼き
新入園児新学期用品販売

３
学
期

50,000 円(願書受付時に納付)

作品展
豆まき
お別れ遠足
卒園式
修了式

☆エンケラプンサークル☆
2 歳・1 歳児親子教室

内はご家族の皆さん観覧の３大行事です。

※多少のスケジュール変動があります事をご了承ください
※毎月お誕生日会があります。お誕生月のお友達のおうちの
方をご招待し、一緒に給食を召し上がって頂きます。
お土産に持ち帰るいまいづみ幼稚園伝統のドーナツは、
子ども達の大好きな、優しいおいしさです。
※英語教室 ・Grape SEED コース(週４～５回)
・ＳＳコース(週１回)
≪年中時より選択制≫
・ＧＳ、ＳＳともに英語参観あり
（年少児も英語教室があります）
2022.5 月

＊土・日・祝祭日
盆・年末年始以外は
午後６時まで
(フルタイム勤務にも対応可)

(令和４年度の内容です)
★幼児教育の一環としてベテラン教諭により家庭的な特別保育室で実施しています
≪利用料金≫
入会金なし
就労申請をされた年少児～年長児は上限 11,300 円まで無償化対象です
(４年保育児は満三歳を含み対象外)
あさぴーちゃん
７：３０～８：００
１００円
午後保育
１４：３０～１８：００
３００円 １４：３０～１６：００
午前保育
１１：３０～１８：００
５００円
休園日
８：００～１８：００
８００円
８：００～１２：００

１００円
４００円

★クラス・・・2 歳(火/水曜日)1 歳(木/金曜日)のいずれか
★対象児
２歳児クラス/平成３１年４月２日～令和２年４月１日生まれ
１歳児クラス/令和２年４月２日～令和３年４月１日生まれ
★週１回程度・・・専属の職員が担当します。
①保育時間(１０：００～１１：００)
②園庭解放(１１：００～１１：３０)
★半期ごとに参加費を頂きます
前期(５月～９月)
後期(１０月～２月)
半期 5,000 円(保険料含む・令和４年度の場合)

【４】健康と体力づくり(基礎体力と運動能力)
・広い園庭や固定遊具で自由に遊び幼児期に大切な
身体作りをしていきます
・年中では専門講師による体操教室があります
・年長では A1 スイミングスクールか体操教室を
選択し週一回レッスンを行います(別途料金有り)

ご家庭で送迎される場合
登園
時間

降園
時間

【５】異年齢保育
・学年の枠を越えて季節の行事や遊びの時間を
共に過ごします
・年上は年下の面倒を見たり、年下は年上の姿に
憧れをもって共に行動する喜びを味わいます

【６】自然との触れ合い
・湧水池から流れる川で遊んだり・・・
・芝生の園庭で寝転がったり虫探し
・園内の菜園で野菜を育てたり、地域の方の畑
でサツマイモ堀りをします

8:00～9:00

通園バスを利用される場合
最初のバスが 7:30 に
園を出ます

１日保育
14:30～15:10(※)

最初のバスが 14:20 に
園を出ます

特別日課
13:30～14:10(※)

最初のバスが 13:20 に
園を出ます

午前保育
11:30～12:10(※)

最初のバスが 11:20 に
園を出ます

幼児教育に愛情と情熱を注ぐ多彩な教職員の魅力こそ
当園最大の特色です。
3０余名の目と心がいつも全園児を見守り育てています。

＜園長＞髙橋直美
＜住所＞富士市今泉５－８－２
＜電話＞(０５４５)５２－６００６
＜URL＞http://www.imaizumi.ed.jp

降園時間を過ぎましたら預かり保育(ピーちゃんの部屋)へ移
行します。※別途料金

休園日
・土曜、日曜、国民の休日
・春・夏・冬(正月)には特別休園があります
・８月後半に４～５日間の夏期保育を行います。
送迎バス
遠方からの通園や交通安全を考慮して、通園バスを
２台（４ルート）運行しております。
※詳細ルートはお問い合わせ下さい
★バス位置情報通知サービス「バスキャッチ」導入
★防災対策として園とバスを繋ぐ無線機搭載

☆家庭連絡☆
・園だより、行事の案内の手紙等、行事やご家庭への
お願いはそのつどお手紙でお知らせ致します。
・絵本のカード(月２回程度の絵本の貸出しと共にお渡しします)
先生とのコミュニティーツールであり幼児期の大切な
宝物となるでしょう
(園と家庭との連絡帳の役割も果たします)

・園と家庭を結ぶ機関誌「いづみ」(年 2 回発行)
・ホームページにてブログを随時更新中！
日頃の子どもの様子がご覧いただけます
☆「れんらくアプリ」を利用した連絡
・日常の欠席・遅刻などの連絡をアプリから行えます
・緊急のお知らせなどをアプリメールで配信します

【２】絵本

～いまいづみ幼稚園の不易・流行～

『健康で知恵のある働き手を育てる』
(不易…どんな時代になっても大切にしたい建学の精神)

【７】自園調理給食
・平成２４年より食育館「げんきッズハウス」での
給食がスタートしました
・あたたかいごはん、栄養バランスのとれたおかず
が毎日食べられます
・野菜大好きな子ども達が増えてきました

☆希望参加☆
・行事ボランティア
・親セミナーの実施(年７～８回希望の方のみ参加)
例)ヨガ、フラワーアレンジメント、親子体操、習字、収納講座
絵本についてなど

・子供たちは毎日の読み聞かせの時間が大好き！
・蔵書 6,000 冊を誇る絵本の部屋にて定期的に
絵本を借り、お家に持ち帰ります。
・静岡県こども読書アドバイザーの先生による
ストーリーテリングや読み聞かせもあります

『日本人らしさを備えた国際人の芽をはぐくむ』
(流行…時代の変化に対応した新たな課題)

【３】英語教育

☆大切にしていること☆
(１)幼児が自発的に活動したくなる環境づくり

☆幼稚園教育環境の整備に貢献して頂いている活動
① 環境整備
② ベルマーク収集活動

【１】手作り保育
・お誕生会は、いまいづみ幼稚園伝統のドーナツを
持ち帰ります。また、先生やお友達からの心の
込もった手作りバースデイプレゼントでお祝い
します。
・壁面製作や母の日などのプレゼントも身近な廃材
を利用して作ります

※別途料金あり

①年少クラス(SS レッスン)(全年少児)
…クラス毎に週 1 回程度各 20 分レッスン

(２)幼児期にふさわしい生活体験を積み重ねる

②年中より GS・SS コースを選択します。
(卒園まで／コース変更は基本的に不可です)

(３)遊びを通した総合学習の実践

SS と GS の違い・・・

(４)一人ひとりの個性と発達に応じた教師のかかわり
(５)しなやかな心と豊かな感性を育てる
(６)話す時と黙る時の区別ができる態度を育てる
(７)家庭と連携して基本的なしつけを定着させる
(８)豊かな食育の実践(完全自園給食)

・母の会クラブ活動・同好会
令和４年度の活動例)刺しゅう、ヨガレッチ、絵本の会、英会話、等

・マザーコーラス(生活発表会にて発表)※令和３年度は中止

2022.5 月作成

☆SS コース…週 1 回程度、各 30 分レッスン
ネイティブ(外国人)とバイリンガル(日本人)の
２人講師によるティームティーチング方式
☆GS コース…週 4 回程度、各 40 分レッスン
ネイティブとバイリンガル講師が交互に担当
(注)SS…Slow but Steady
(ゆっくりとしかししっかりと、の意)
GS…GrapeSEED
(英語教育システムの略称)

